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入賞作品の紹介

発行者名　HeHe
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　構成：大竹伸朗、小関 学（Edit.35）

デザイン：小関 学（Edit.35）
編集：中村水絵（HeHe）、小関 学（Edit.35）
プリンティング・ディレクション：川闢智徳（光村印刷㈱）

●審査講評
大竹伸朗ビル景個展の図録である。展示作品を含めた
ビル景シリーズ830点がB4判322ページに収録されて
いる。厚いコースター用紙で出来たスリーブケースと
封入された活版画は凸凹している。亜鉛版の活版印刷
で強烈にプレスされて刷られており、物質（モノ）と
しての存在感を持っている。本を開くとインキのにお
いとともに、生々しい実作品のパワーをも感じさせる。
手にしてすぐに魂を込めた印刷物とわかる。21世紀の
実証的表現を堪能できる一冊だ。

稀代のアーティスト・大竹伸朗が約40年にわたって描
き続けた心象画の数々は、私の内なる情熱にも迫って
くる。油彩だけでなく、さまざまな素材を貼り付けた
り塗り込んだりと、あらゆる技法を試しながら、その
時々の自身の内面を写し取った作品たち。小学生のこ
ろに経験したという東京オリンピック、その後林立し
た高層ビル、海外の都市などの記憶が「ビル」の形で
表現された。懐かしさや温かさ、尖り、混沌などの空
気感が満ちあふれ、筆力や手の痕跡といった人間味を
伴いながら伝わってくる。手作業の愛おしさをあらた
めて感じさせてくれる。こうした多様性のある作品を
１冊にまとめ上げたブックデザインの力にも「よくぞ
ここまで」と賛辞を贈りたい。 （松永 真）
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●審査講評
スマホとの出会いを新しい毎日の始まりと捉え、身近なスマホとの「間がら」
を、ワイモバイルのテレビCMキャラクター「ふてニャン」、各イラスト、コ
ピーが織りなす独特の世界観で表現。審査会場でも群を抜いた存在を示して
いた。スマホの操作や用語を解説した基礎知識カタログであるが、シニア層
の興味喚起を目的に昭和風ビジュアルを採用し、用紙は「里紙」をチョイス。
Yインキのみ特色を用いて昭和の風合いやリアリティを追求した。「シニア層
がスマートフォンに親しめる世界観を演出した」そうだが、全ての世代で興
味を惹かれる作品に仕上がった。12ページながらA 3の大型版型と極厚の用
紙選択で、部門最高賞は手の中での存在感も申し分ない。

発行者名　ソフトバンク㈱
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　CD・AD・D：小嶋隆太

CD・C：高谷典幸
D：古舘一歩
Pro：小口順也、尾花拓也（㈱博報堂、

㈱博報堂プロダクツ）
Illustration：表紙・P9：高橋 賛

P2：森 倫太郎
P3. P4：松井 進
P5：刈屋さちよ
P6. P8. P10：吉井みぃ
P7：白川一郎
Pro：賀持 舞（㈱アクア）

Printing D：渡辺 孝
Printing Pro：吉田枝里（凸版印刷㈱）
和田浩史、佐々木 洋、岩井基洋
高橋 司、光長裕紀（ソフトバンク㈱）
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発行者名　㈱毎日新聞社
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　㈱美術出版社

●審査講評
クータ・バインディング製本により、手で押さえることなく見開きの絵柄をの
どまで鑑賞できるユニバーサルデザイン設計となっており、鑑賞者とりわけ書
を学ぶ人たちへの配慮が行き届いている。巻き観音を折りこみながら、原寸大
で書を味わうことのできるなどデザイン構成も秀逸で、用紙の選択にも工夫が
凝らされている。色調再現も見事な出来栄えである。展覧会図録の王道を行く
作品で来館者からの需要が引きも切らなかったのも首肯ける。

日本初公開された書道史上の巨人・顔真鑄の肉筆「祭姪文稿（さいてつぶんこ
う）」をはじめとした書の名品の厚みを忠実に再現したことそのものが、この
図録の存在感を高めている。原寸大に収められた祭姪文稿には、書き損じや訂
正の跡、後半の行の曲がりを含め、多くの見どころを隅々まで伝える力があり、
安史の乱後の顔真鑄の激情に触れられるかのようだ。最近、私のもとには電子
化されたさまざまな図録が届くようになり、拝覧後に記憶が早々に薄らいでい
くことに気付く。この作品は、手に取って味わうという印刷物だけがもたらす
文化が、これからも残っていくと実感させる珠玉でもあった。 （柏木 博）
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発行者名（公財）DNP文化振興財団
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　松永 真、松永真次郎

表紙デザイン：横尾忠則

●審査講評
DNP文化振興財団の活動をまとめたアニュアルレポート。展示、教
育・普及、アーカイブ、国際交流、研究助成の五つの事業を紹介す
る。個性あふれる作品群を写真１点１点のバランスと余白のテクニ
ックで１冊のカタログの中にリズミカルに収められている。表紙は
本年度ギンザ・グラフィック・ギャラリーで展覧会を開催した横尾
忠則氏の色彩あふれる御面をモチーフにしたイラストを用い、思わ
ず手に取りたくなるインパクトを与えている。
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発行者名　技拓㈱
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　写真：原田教正／装丁：杉本陽次郎／

編集：点と線

●審査員の講評
鎌倉の注文住宅会社技拓の施工事例集。一見すると写真集のように美し
く纏められている。住宅の施工事例集でありながら、本を捲るとそこに
住んでいる人や時間の息遣いが聞こえてくる。嵩高の紙への力強い印刷
でありながら、まるで時間と空気を閉じ込めたかのような静かな写真。
またシンプルで飾らない装丁や無駄を削ぎ落としたデザイン、掲載され
ている写真１枚１枚から同社の家づくりが如何に丁寧でまたそこに住ん
でいる方々も自らの住宅を如何に愛しているか伝わる一冊である。

発行者名　㈱河出書房新社
出品者名　㈱河出書房新社
制作者名　監修：国立民族学博物館

編者：山中由里子
編集協力：小山茂樹
装丁・デザイン：佐藤大介
撮影：大道雪代
印刷・製本：三松堂印刷㈱

●審査員の講評
カナダの蛸の版画の不可思議さや、メキシコのある民族による蜘蛛のマスクの怪しさ……。
人々が創造してきたクリーチャーを世界から集めたというユニークな展覧会の世界観を、
見事に１冊にまとめ上げた。時代背景や文化史・民俗学的な解説、コラムといった体系的
な編集構成には、展覧会の現場とは異なる力がある。造本面では、基調とした黒色、用紙
の風合い、独特の文字、腰帯、表紙のエンブレムといったすべての演出要素が秀逸。出版
社の総合的な真価が発揮された作品となっている。
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発行者名　大洋金物㈱
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　みなみゆみこ（ATELIER MINAMI）

●審査員の講評
本書は、インテリアデザインにおけるハードウェア製品を紹介したカタログであり、
デザイン性の高いインポート製品を主に掲載している。表紙のデザインについては、
シンプルでありつつも、金属の質感を表現している。真鍮やアルミ等の様々な建築
金物を取り扱うことが見る側へダイレクトに伝わることから、カタログとしての良
さが際立っており、試行錯誤の末に完成した一冊であることが伺える。また、表面
保護を施していないことで、手に触れて変化していくハードウェア製の経年変化を
も表現する意図も感じられる質感は、紙と印刷の力によって、別の素材を表現して
いることから、新たな印刷の可能性を感じる出来栄えである。

発行者名　日本経済新聞社
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　梯 耕治（㈱美術出版社 デザインセンター）

●審査員の講評
この図録は、2019年1月から3月の期間において開催された「新・北斎展
HOKUSAI UPDATED」で発行されたものである。
国内外の名品、近年発見された作品、初公開を含む数多くの作品につい
て、本物の質感を忠実に再現し、レベルの高い印刷品質を有しており、
新しい北斎の魅力を再発見、実感できる図録となっている。
また、表紙については、北斎の代表作である冨嶽三十六景・神奈川沖浪
裏の一部を拡大・デザイン化している。特に、表表紙は光沢感を有する
銀色を基調とするモノトーンで表現しつつ、波の立体感をUVシルクス
クリーンで表現しており、視覚及び指感的インパクトなど、他の図録に
比較して、印刷技術、デザイン性において優れたものであった。
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発行者名　㈱良品計画
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　川本竜平、吉川璃子（㈱DNPコミュニケーション

デザイン）／ジャムルクルー㈱

●審査員の講評
シンプルで質の高い商品をリーズナブルな価格で販売するMUJI
のブランド感があふれるカタログ。表紙の布団の素材のアピール
から、イントロの商品イメージ、本文のイラストを交えた機能説
明、商品ラインナップに至るまで、一目で商品の魅力を伝える写
真の構図、独自のフォント計画、ホワイトスペースを大切にした
デザインが買う人に共感を与え、継続してファンとなっていくこ
とを約束することがうかがえました。

発行者名　光村図書出版㈱
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　企画・構成：勝井三雄

編集：中野デザイン事務所、勝井デザイン事務所

●審査員の講評
勝井三雄先生が、先人たちに学び、深耕させていったデザインの
エッセンスを伝承することは自らの世代の責務であり、そして何
より教育こそは本来、最もクリエイティブな活動であるという信
念で創りあげた一冊である。各章に織り込まれたグラデーション、

そして繰り広げられる勝井ワール
ドは教科書的なコンセプトでまと
め上げている。各書物、ポスター
は現物校正等で忠実に再現されて
いる。
この受賞を勝井先生に捧げる事が
出来た作品図録である。
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発行者名　 fog linen work
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　デザイン：戸川知代（TUESDAY）

写真：嶋本麻利沙、小川真輝

●審査員の講評
リネンと紙。どちらも植物繊維由来の天然素材であるので相性は良い。
本作品は、リネンの風合いを連想させるような紙がチョイスされている。
表紙には布製品の優しいさわり心地を再現するために、グレー系のザク
ッとしたラフな手触りのファンシーペーパーを使っている。また、本文
用紙にはしなやかな紙腰でめくりがよい塗工紙を使うことで、ナチュラ
ル感を出しつつも商品をしっかりと見せることに成功している。

発行者名　㈱ひらまつ総合研究所
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　編集デザイン：菊地敦己／写真： 忠之／

制作：Shibunkaku Works

●審査員の講評
平松博利氏と平松大樹氏によ
る料理のアーカイブスである。
まず、清潔なテーブルクロス
を連想させる真っ白な表紙に
目を奪われる。２年間にわた
り記録された料理の写真がや
わらかでしっとりとした風合
いのある上質な紙にあたかも
作りたてのような質感で表現
されている。贅沢な袋とじの
ページをめくるたびに感じる
暖かな風がこの
作品に一層の深
みを与えている。
細部にまでこだ
わり紙の特性を
上手く活用した
作品である。
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発行者名　ビー・エム・ダブリュー㈱
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　ビーコンコミュニケーションズ㈱

●審査員の講評
ミニクラブマンのブランド世界観をブルーノートの世界感で表現したカ
タログです。
懐かしいレコード盤の形の中に、ジャズの音楽が入っており、スマート
フォンを使ってQRコードから聴くことができます。「印刷メディア」×
「デジタル（音楽）」×「クリエイティブ」により、ブランドの世界感が
立体的に体感できることができ、これからの新しいマーケティング手法
であると思いました。
特別限定車として外装・内装にもブルーノートのロゴやインテリアが施
されて、プレミアム感を出しています。

発行者名　サントリー美術館
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　高岡健太郎（日本写真印刷コミュニケーションズ㈱）

●審査員の講評
平安時代以降から江戸時代までの暮らしの中の「遊び」をま
とめた図録です。貴重な重要文化財の絵などが、鮮やかに印
刷されております。遊びの文化が時系列再現されおり、解説
も分かり易く、長時間眺めても飽きない構成です。紙面の中
で多く掲載されていた遊楽図は、登場人物も多く、それらを
上手に魅せる構図は、すばらしいと感じました。このスケー
ルの大きい美術展を記録するためにかなりの労力を費やした
作品だと思います。
美術展に行かれた方のみならず、図録だけを購入された方も
満足度の高い本です。
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発行者名　㈱土屋鞄製造所
出品者名　㈱土屋鞄製造所
制作者名　企画：中橋竜矢（㈱土屋鞄製造所）

アートディレクション・デザイン：松岡由恵（㈱土屋鞄製造所）
構成・ライティング：秋山幸子（㈱土屋鞄製造所）
写真：村瀬真希子、清水祐介（㈱みづほ）、白田京子

●審査員の講評
土屋鞄製造所の2020年版のランドセルカタロ
グ。ページをめくると、「生まれてきてくれて
ありがとう」のフレーズから始まり、赤ちゃん
から小学生まで成長していく姿の数々の写真が
掲載されている。一方で職人が丹精こめてラン
ドセルを製作する過程が写真に収められている。
それぞれが融合するかのように、今度は子ども
がランドセルを背負う姿が写し出され、手に取
った者は、我が子のランドセル姿をイメージす
ることできるであろう。デザインに優れ、高品
質である製品はもとより、消費者の心を掴む訴
求力が高いこのカタログにより、当社のランド
セルの人気が高いのも頷ける。

発行者名　㈱クレヴィス
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　著者：小檜山賢二／AD：佐藤 卓（TSDO）／

D：向井 翠（TSDO）／随筆：養老猛司

●審査員の講評
21_21 DESIGN SIGHTにおいて開催の「虫展─デザインのお手本─」
の中で展示されていた水生昆虫であるトビケラの写真図録。トビケラ
は小石や小枝、葉っぱなどを幼虫の出す糸で紡いで作った巣が特徴的
で、同じものは一つもない精巧な「作品」である。そのトビケラの巣

を写真家小檜山賢二氏により、黒い
背景のもと被写体の全てにピントを
合わせた独自の撮影技法で撮影され、
小さな巣が大きな存在感を示し、ア
ートな作品として完成度が高いもの
となっている。
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発行者名　山形県庁
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　エグゼクティブプロデューサー・コンセプトワーク：水井 克（山形アドビューロ）

進行プロデューサー：安達義弘（山形アドビューロ）
クリエイティブプロデューサー：山村浩行（山形アドビューロ）
クリエイティブディレクター：美馬光司（凸版印刷）
アートディレクター：栗山 彰（リブコデザインカンパニー）
デザイナー：原 朋宏（リブコデザインカンパニー）／コピーライター：浦野玲子／
フォトグラファー：中村謙吾

●審査員の講評
四季の景観、精神文化に基づいた地域資源や産業、美食美酒など、
山形県の誇れる魅力を伝える情報誌。２部構成となっており、山
形の核心にふれる『巡る』編では「変わらず守り続けてきた山形
の風土」が、人心にふれる『逢う』編では「変わることを恐れな
い山形の気質」が、全体を通して雪国山形の混じりけのない美し
さ、県民の落ち着きや優しさ、芯の強さとして伝わってくる。白
を基調とした装丁は、本文と出会う瞬間を映えさせており、外装
は県章の形が象徴的に型抜きでデザインされている。紐結いはお
もてなしの心、手渡された人との絆の意味とみてとれる。山形の
四季を表現したオリジナル曲へQRコードでいざない、ページを
めくりながら山形へ思いを巡らせるはからい。「どうぞ、ありの
ままを、ごらんください」と語りかけてくるようだ。

発行者名　㈱NHKプロモーション
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　東京国立近代美術館、スタジオジブリ、㈱NHKプロモーション

編集：齊藤睦志（クラフトワークス）、筒井亮子
デザイン：彦根大助

●審査員の講評
半世紀にわたり日本アニメ界を牽引し続けたアニ
メーション映画監督、高畑勲氏の展覧会用図録。
未公開の膨大な資料とセル画を掲載し、日本のア
ニメ史をなぞり紐解く一冊となっている。原作と

格闘する氏の構成案が、絵コンテやカ
ット割り、スケッチ、脚本やノートへ
の書き込み、直筆メモの中に見てとれ、
印刷面での原画の忠実な色調再現とと
もに、筆圧や繊細なタッチ、風合いま
でもが見事に再現されている。キャラ
クター設計の緻密さや音楽解説は資料
的価値として、背景美術の描写の凄さ
は美術書としても見応えがある。開い
たときに見やすい造本（広開本）の採
用、嵩高用紙による軽量化は、読みや
すさとそれら価値の可読性を追求した
結果だ。
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発行者名　㈱アデリー
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　手島英昭（㈱DNPコミュニケーションデザイン）

㈱ウィルコミュニケーションデザイン研究所
㈱七彩工房

●審査員の講評
結婚式の引き出物や新郎新婦がゲストに手渡しで贈るプチギフト
など、ブライダル需要をターゲットにしたブランドスイーツの厳
選カタログ。モノトーンの女性のフォトにイヤリングに見立てた
フレッシュなフルーツの色合いが目をそそる表紙。皿に盛られた
アイテムがバックデザイン・コピーと相まってバランス良く構成
された中面が購買力を高める作品となっている。全体を通じて写
真撮影へのこだわりが質の高い紙面づくりに繋がっている。

発行者名　北九州市立美術館
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　アートディレクション：葛西 薫、安達裕貴

（kin-aka inc.）

●審査員の講評
サイトウ先生の元画像をまとめた圧倒的な存在感で製作された
作品集。デジタル技法、写真素材、コンピューターで解体・再
構成し、緻密な工程でキャンバス上に絵具の重なりにより再現
される作品。
作品のアップカットなどで読者に解かりやすく頁構成されてい
る。鮮やかな色彩が見事に再現されレリーフ的なイメージが絵
具に肉厚感を与えてくれている。
企画・編集・デザイン・印刷・製本と全てが丁寧に施された一
冊である。
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発行者名　㈱思文閣
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　編集：㈱思文閣 編集部／

デザイン：菊地敦己／写真： 忠之

●審査員の講評
展覧会の力強い図録がひしめく中で、この作品の凛とした和のたたずまいに
自然と目を奪われた。日本美術・古典籍を扱う企業が所蔵する骨董作品の資
料として制作した図録で、薄手ながらも上質な存在感がある。過去のシリー
ズも見てきているが、いつもながら伝統的な色に美しいロゴを配し、無駄を
そぎ落とした瀟洒な装丁。本全体から日本文化に対する企業理念が伝わって
くる。情報の伝達方法がデジタルメディアに移行する中で、代替されるべき
でない印刷物というのはこういう書物なのだろう。 （左合ひとみ）

発行者名　武蔵野美術大学 美術館・図書館
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　企画：新島 実、寺山祐策

編集：新島 実、寺山祐策、本庄美千代、
沢田雄一、西村 碧

デザイン：渡邉 翔

●審査員の講評
図録部門は今回も、伝統文化と前衛とがぶつかり合った。この作品には、近
世日本の木版印刷による書物の数々が、実物に忠実な良質な印刷で収められ
ているが、字形の変遷の面白さや組版の美しさが心に届く。僕の創作のベー
スの一つにタイポグラフィがある。朝の臨書を日課としてからどのくらい経
つだろう。いいものをたくさん見つつ、手を使って書を書いていると、新し
い文字やクリエーティブのアイデアがどんどん浮かんでくる。僕はペーパー
レスという言葉が嫌い。印刷と紙がいいよね。若いクリエーターには紙の本
だからこその素晴らしい作品と出会ってほしい。武蔵野美術大学の新島実・
寺山祐策氏の5年間にわたる研究成果がこれからのタイポグラフィに向かう
羅針盤のように心に響いてくる出版だ。日本の宝物を見せられたような気持
ちになった。凸版印刷の進行もすばらしい。 （浅葉克己）
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部門賞 金賞

【図録部門】

驚異と怪異　想像界の生きものたち
発行者名　㈱河出書房新社
出品者名　㈱河出書房新社
制作者名　監修：国立民族学博物館／編者：山中由里子／

編集協力：小山茂樹／装丁・デザイン：佐藤大介／
撮影：大道雪代／印刷・製本：三松堂印刷㈱

【図録部門】

顔真鑄 王羲之を超えた名筆展 図録
発行者名　㈱毎日新聞社
出品者名　日本写真印刷コミュニケーションズ㈱
制作者名　㈱美術出版社

【図録部門】

「大竹伸朗 ビル景1978－2019」図録
発行者名　HeHe
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　構成：大竹伸朗、小関 学（Edit.35）

デザイン：小関 学（Edit.35）
編集：中村水絵（HeHe）、小関 学（Edit.35）
プリンティング・ディレクション：川闢智徳（光村印刷㈱）

【カタログ部門】

Graphic Art & Design Annual 2018
発行者名（公財）DNP文化振興財団
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　松永 真、松永真次郎

表紙デザイン：横尾忠則
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【カタログ部門】

東京サイクルデザイン専門学校　入学案内2020
発行者名　 水野学園
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱スロウ

【カタログ部門】

気包紙 特別見本帳
発行者名　㈱竹尾
出品者名　㈱竹尾
制作者名　デザイン：工藤青石（㈱コミュニケーションデザイン研究所）

イラスト：小島沙織（SHIMA ART＆DESIGN STUDIO）
制作：朝日印刷㈱、㈱山田写真製版所

【カタログ部門】

Appearance of GITAKU
発行者名　技拓㈱
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　写真：原田教正

装丁：杉本陽次郎
編集：点と線

【カタログ部門】

スマホの友
発行者名　ソフトバンク㈱
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　㈱博報堂

㈱博報堂プロダクツ
㈱アクア

部門賞 金賞
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【カタログ部門】

BON Order Book
発行者名　図書印刷㈱
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　企画・構成・編集：櫛田 理／アートディレクション：

須山悠里／デザイン：小島沙織・島田耕希／写真：濱
田祐史／製作：㈱EDITHON

【カタログ部門】

fog linen work catalogue #35
発行者名　 fog linen work
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　デザイン：戸川知代（TUESDAY）

写真：嶋本麻利沙、小川真輝

【カタログ部門】

伊勢丹 夏の贈り物／冬の贈り物 2019
発行者名　㈱三越伊勢丹
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　表紙・本文：㈱日本デザインセンター

本文：和田直之、並河真吾、井手桃子（トッパンアイ
デアセンター クリエイティブ本部）、㈱トッパ
ングラフィックコミュニケーションズ

【カタログ部門】

TFORM HARDWARE カタログ
発行者名　大洋金物㈱
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　みなみゆみこ（ATELIER MINAMI)

部門賞 金賞
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部門賞 銀賞

【図録部門】

視覚の共振・勝井三雄
発行者名　光村図書出版㈱
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　企画・構成：勝井三雄

編集：中野デザイン事務所
勝井デザイン事務所

【図録部門】

小檜山賢二写真集 TOBIKERA
発行者名　㈱クレヴィス
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　著者：小檜山賢二

AD：佐藤 卓（TSDO）
D：向井 翠（TSDO）
随筆：養老猛司

【図録部門】

サイトウマコト 臨界 －Criticality－
発行者名　北九州市立美術館
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　アートディレクション：葛西

薫、安達裕貴（kin-aka inc.）

【図録部門】

WANOBI Summer 2019
発行者名　㈱思文閣
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　編集：㈱思文閣 編集部

デザイン：菊地敦己
写真： 忠之

【図録部門】

H. HIRAMATSU 2017－18
発行者名　㈱ひらまつ総合研究所
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　編集デザイン：菊地敦己

写真： 忠之
制作：Shibunkaku Works

【図録部門】

和語表記による和様刊本の源流
発行者名　武蔵野美術大学 美術館・図書館
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　企画：新島 実、寺山祐策

編集：新島 実、寺山祐策、
本庄美千代、沢田雄一、
西村 碧

デザイン：渡邉 翔
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【図録部門】

新・北斎展 図録
発行者名　日本経済新聞社
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　梯 耕治（㈱美術出版社 デザイ

ンセンター）

【図録部門】

高畑勲展
発行者名　㈱NHKプロモーション
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　東京国立近代美術館、スタジオ

ジブリ、㈱NHKプロモーション
編集：齊藤睦志（クラフトワー

クス）、筒井亮子
デザイン：彦根大助

【図録部門】

遊びの流儀 遊楽図の系譜展 図録
発行者名　サントリー美術館
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　高岡健太郎（日本写真印刷コミ

ュニケーションズ㈱）

【カタログ部門】

クラッシースイーツギフトカタログ
「イザベラ」
発行者名　㈱アデリー
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　手島英昭（㈱DNPコミュニケー

ションデザイン）、㈱ウィルコミ
ュニケーションデザイン研究所、
㈱七彩工房

【カタログ部門】

OKAMURA SURFACE MATERIALS
サンプル帳
発行者名　㈱オカムラ
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　常廣 恵（㈱DNPコミュニケー

ションデザイン）、庄山宜宏（ワ
イアクシス㈱）

【カタログ部門】

免許返納を考え始めたら 電動シニ
アカー＆電動アシスト三輪自転車
発行者名　フランスベッド㈱
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　浅羽こころ（㈱DNPコミュニケ

ーションデザイン）

部門賞 銀賞
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【カタログ部門】

HEBEL HAUS［FLOOR DESIGN］
発行者名　旭化成ホームズ㈱
出品者名　kiCk inc.
制作者名　CP：藤原建佑、大植貴仁

CD：市川辰徳
AD：田中嘉一
D：小林沙衣
CW：鈴木雅昭

【カタログ部門】

玉しき コンセプトブック
発行者名　㈱竹尾
出品者名　㈱竹尾
制作者名　デザイン：山口信博（㈲山口デ

ザイン事務所）
制作：㈱アイワード

【カタログ部門】

コープおおいたレポート2019
発行者名　生活協同組合コープおおいた
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　取材・文：原田恵実（生活協同

組合コープおおいた）
企画・編集：光井徳重（㈱DNP
コミュニケーションデザイン）
デザイン：小林宏史（㈲ケイピ
ーシー）
絵：ザ・キャビンカンパニー

【カタログ部門】

IMPRESSION FOR MEMORY
発行者名　㈱宮本工業所
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　copywriter：斉藤 慶、井村絵里子／

photographer：湯浅 啓／
art director：斉藤 慶／
designer：斉藤 慶／
account executive：石坂隆行／
advertiser：宮本工業所／
production：山田写真製版所、斉藤慶
デザイン研究所／printing director：
黒田典孝／bookbinding：渋谷文泉閣

【カタログ部門】

Seiko Basel Brochure 2019
発行者名　セイコーウオッチ㈱
出品者名　㈱千修
制作者名　千修企画室

CD：青山泰弘
AD：市川亮太

【カタログ部門】

山形県総合情報誌『真 山形』
発行者名　山形県庁
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　エグゼクティブプロデューサー・コンセプトワー

ク：水井 克（山形アドビューロ）／進行プロデュ
ーサー：安達義弘（山形アドビューロ）／クリエ
イティブプロデューサー：山村浩行（山形アドビ
ューロ）／クリエイティブディレクター：美馬光
司（凸版印刷）／アートディレクター：栗山 彰
（リブコデザインカンパニー）／デザイナー：原
朋宏（リブコデザインカンパニー）／コピーライ
ター：浦野玲子／フォトグラファー：中村謙吾

部門賞 銀賞
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部門賞 銀賞

【カタログ部門】

ニチバン100年史
発行者名　ニチバン㈱
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　トッパン年史センター

㈲エド・クリエイティブ

【カタログ部門】

掛ふとん・マットレスリーフレット
発行者名　㈱良品計画
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　川本竜平、吉川璃子（㈱DNPコ

ミュニケーションデザイン）
ジャムルクルー㈱

【カタログ部門】

LOGOS PREMIUM LINE 2019
発行者名　㈱ロゴスコーポレーション
出品者名　㈱ロゴスコーポレーション
制作者名　アートディレクション：中村圭介

（ナカムラグラフ）／デザイン：伊
藤永祐、藤田佳奈（ナカムラグラ
フ）／撮影：平野太呂（グラビア）、
㈱東京アドデザイナース（製品）／
スタイリング：國松 遥／フード
監修：船山義規／文：栗栖周輔
（NORL.inc）／編集：唐澤和也
（Punch Line Production）／プ
ロデューサー：利本季隆（㈱ロゴ
スコーポレーション）

【カタログ部門】

2019 会社案内
発行者名　任天堂㈱
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　任天堂㈱

【カタログ部門】

MINI CLUBMAN BLUENOTE
Edition カタログ
発行者名　ビー・エム・ダブリュー㈱
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　ビーコンコミュニケーションズ

㈱

【カタログ部門】

Body Wear カタログ 10月号
発行者名　オルビス
出品者名　共同印刷㈱
制作者名　㈱コスモグラフィック 企画プロ

デュース部
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部門賞 銀賞

【カタログ部門】

2019 タイル総合カタログ
発行者名　㈱Danto Tile
出品者名　共同印刷㈱
制作者名　㈱コスモグラフィック メディア

クリエイティブ部
㈱コーポレイトデザイン研究所

【カタログ部門】

2019 SUMMER 三越夏の贈り物
2019 WINTER 三越冬の贈り物
発行者名　㈱三越伊勢丹
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　表紙・本文：㈱日本デザインセ

ンター／本文：和田直之、並河
真吾、井手桃子（トッパンアイ
デアセンター クリエイティブ本
部）、㈱トッパングラフィックコ
ミュニケーションズ

【カタログ部門】

土屋鞄のランドセルカタログ2020
発行者名　㈱土屋鞄製造所
出品者名　㈱土屋鞄製造所
制作者名　松岡由恵、秋山幸子

【カタログ部門】

花椿 824号・花椿 825号
発行者名　㈱資生堂
出品者名　共同印刷㈱
制作者名　㈱資生堂 宣伝・デザイン部

企業文化部
㈱新村デザイン事務所

【カタログ部門】

So close, VOL.15
発行者名　㈱ディノス・セシール
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱マーグラ

西岡大輔

【カタログ部門】

ITOKI 総合カタログ2019
発行者名　㈱イトーキ
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　高橋成一郎、室谷美里（㈱DNP

コミュニケーションデザイン）
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実行委員会 奨励賞

【図録部門】

風景の科学 芸術と科学の融合
発行者名　㈱美術出版社
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　総合企画＆AD：佐藤 卓

写真：上田義彦
寄稿：伊藤俊治
デザイン：白石卓也、加藤菜摘

【図録部門】

HOME Portraits of the Hakka
発行者名　LITTLE MAN BOOKS
出品者名　㈱山田写真製版所
制作者名　写真：中村 治

編集：大和田洋平
デザイン：三木俊一（文京図案

室）

【図録部門】

NASU本
発行者名　前田デザイン室
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　前田デザイン室

【図録部門】

流転100年 佐竹本三十六歌仙絵と
王朝の美展 図録
発行者名　㈱日本経済新聞社／NHK
出品者名　日本写真印刷コミュニケーショ

ンズ㈱
制作者名　渡邊顕大（日本写真印刷コミュ

ニケーションズ㈱）

【図録部門】

「みんなのミュシャ　ミュシャからマ
ンガへ──線の魔術」展覧会カタログ
発行者名　日本テレビ放送網㈱
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　㈱美術出版社

【カタログ部門】

アテニア情報誌 2019年9月号
発行者名　㈱アテニア
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　㈱DNPコミュニケーションデザ

イン
㈱Beach

【カタログ部門】

ヴォータニア目黒パンフレット
発行者名　NTT都市開発㈱
出品者名　㈱千修
制作者名　タシリンゴ（同）

CD：小山 明

【カタログ部門】

NEXCO中日本 中央道マガジン CHU-TRIP
Vol.1（1/3）・Vol.2（2/3）・Vol.3（3/3）
発行者名　中日本高速道路㈱
出品者名　㈱千修
制作者名　千修企画室

P：笹川 厚

【カタログ部門】

テレワークスタイル PHOTO BOOK －for IT
Professionals/IT Managers/Mobile Workers－
発行者名　㈱日本HP
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　トッパンアイデアセンターマー

ケティング本部デジタルプロモ
ーション企画部

【カタログ部門】

ジョンソン・エンド・ジョンソン
メディカルカンパニー35年史
発行者名　ジョンソン・エンド・ジョンソ

ン㈱ メディカルカンパニー
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　図書印刷㈱

【カタログ部門】

TRIAL GUIDE
発行者名　㈱アデランス
出品者名　共同印刷㈱
制作者名　㈱コスモグラフィック 企画プロ

デュース部

【カタログ部門】

NEXCO中日本
NEXCO中日本レポート 2019
発行者名　中日本高速道路㈱
出品者名　図書印刷㈱
制作者名　図書印刷㈱

【カタログ部門】

スペシャルケアリーフレット
（19W後）36J5F1
発行者名　㈱アルビオン
出品者名　光村印刷㈱
制作者名　小 美咲子（㈱アルビオン 企

画部 宣伝制作グループ）

【カタログ部門】

ハウススタイリング VOL51
発行者名　㈱ディノス・セシール
出品者名　共同印刷㈱
制作者名　㈱コスモグラフィック メディア

クリエイティブ部

【カタログ部門】

HABITATION＋STRUCTURAL
LIGHTING 2019－2020
発行者名　オーデリック㈱
出品者名　大日本印刷㈱
制作者名　秋田（㈱DNPコミュニケーショ

ンデザイン）
㈱アイ・シー・ビー・エム

【カタログ部門】

コアコンセプション・ファニチャー
コレクション
発行者名　㈱デザインアーク
出品者名　凸版印刷㈱
制作者名　山本邦生（トッパンアイデアセ

ンター 関西TIC本部 メディア
制作部 カタログ企画・制作Ｔ）








